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繊維状セルロースの麺への添加効果

稲津忠雄，立住千賀香，大谷尚美，藤井浩子

微小繊維状セルロースの麺への添加効果，製麺方法について検討を行った．微小繊維状セルロースは水

を加えることによりゲル状になるが，添加方法を工夫することで製麺可能であったセルロースを配合す

ることにより，麺生地の強度付与がみられたが，ゆで麺の破断強度解析では，麺表面と中心部の傾きの差

が小さくなり，官能検査でも食感の評価は低い結果となった

1 緒言

セルロースナノファイバー (CNF)は軽量で，高強度，

高弾性，低熱膨張性など機械的特性に優れており，補強

用繊維としての利用が見込まれ， CNF複合材料の開発が

現在進められている八

食品分野においても，柑橘果皮をミル等で処理した柑

橘ナノファイバー2),海藻を用いた CNF3lの試作が行われ

用途開発も進められている．セルロース自体は，既存添

加物として登録されており，化学構造が天然セルロース

と同じものは，微結晶セルロース，粉末セルロース，微

小繊維状セルロースが登録されている．このうち微小繊

維状セルロースが，原料パルプを高圧ホモジナイザーで

処理して得られるマイクロファイバーで，食品の食感改

良にも用いられており， CNFに近いものである．これま

でソバ 4), 米粉麺 5)で微小繊維状セルロースを添加する

ことにより麺の生地強度の増強などが報告されている．

そこで本研究では，うどんに対して， CNFの特性に近

い微小繊維状セルロースを配合し，その添加効果を検討

したので報告する．

2 実験方法

2. 1 試料

小麦粉は市販の中力粉（特雀，日清製粉閥）製），微

小繊維状セルロースはダイセルファインケムのセリ ッ

シュ FDlOOG(水分90%)を用いた対照として微結晶

セルロース（コンプレッセルSlOl,昧伏見製薬所製），

粉末セルロース (KCフロ ック W-400,は日本製紙掠製）

を顕微鏡観察用として用いた

各種セルロースの観察は卓上電子顕微鏡 (TM-1000,

聡日立ハイテクノロジ製）により行ったセリッシュ

については90%含水物のため凍結乾燥後に観察を行っ

たまた，生麺の電子顕微鏡観察も併せて行った

2. 2 製麺方法

小麦粉300g (水分 13.5%水分換算）に塩水（塩 15

g十水 120g)を加え，ナショナル麺パン機MK-500Uで，

5分間混捏した．手捏ねで団子に生地調製し，室温で 30

分間熟成を行った．生地の足踏みを行い，小野式製麺

機でロール圧延 8番切刃で裁断を行い，麺厚 2.5 mm, 

麺幅3.75 mm, 長さ 30cmの麺線を調製した．

微小繊維状セルロースは，ソバ 4)' 米粉麺 5)での配合

割合を参考に，小麦粉の 1割を配合した（小麦粉296.5 

g十セリッシュ 30g十塩 15g十水 93.5 g). 

2. 3 物性測定

ゆで麺の破断特性は，クリープメータ RE2-3305B((掬

山電製）を用いて測定した プランジャーはくさび型

(No. 49, W 20 mm x D 30 mmx H 25 mm (先端角 45°))

を使用し，ゆで上がり直後 (2分後）から 10分後まで

の麺線を変形速度 0.5 mm/secで 99%まで圧縮を行っ

た．破断強度解析から，破断歪み，破断応力，噛み始め

の傾きと噛み切り直前の傾きの比（コシに相当）を算

出した．測定は 7回行いその平均値を算出した

ゆで麺のテクスチャー解析については，硬さ応力，

凝集性，付着性について，直径 5mmの円柱形プランジ

ャー，圧縮速度0.5 mm/sec, 圧縮歪み50%,戻り距離

2 mmの条件で測定を行った．

なお，物性測定に用いたゆで麺は水分70%になるよ

うに調製し試験に供した

2. 4 官能検査

官能検査は，小麦のめん（うどん）滴性評価法 6)の審

査項目について，パネラーを当センター職員 9名で，

どちらが好ましい（良）か回答してもらい，二項検定に

より評価を行った

3 結果および考察

3. 1 各種セルロース，生麺の観察

図1に，微結晶セルロース，粉末セルロース，微小繊

維状セルロースの電子顕微鏡写真を示す．図 1に示す
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図1各種セルロースの SEM写真
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とおり，微小繊維状セルロースは他と異なり繊維状の

形状を示すものであり，食品の食感改良への効果が期

待できる構造であった

微小繊維状セルロースは90%含水物のブロック状で，

そのまま小麦粉に配合しても分散が難しかったまた，

水可溶性でないため，塩水を加えてもペースト状であ

ったが（図2),麺パン機中で振動回転する小麦粉中に

このペーストを一定量ずつ滴下することにより， うま

＜均ーに分散でき，次の小麦粉団子生地，麺線へと作

業を進めることができた（図 2).
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図2 セルロースの塩水懸濁液小麦粉への添加写真

図3は，微結晶繊維上セルロースを配合した生麺の

圧延麺と縦断面の SEM写真を示す．太いセルロース繊

維はグルテンおよびデンプン粒と絡んでいないが，微

図3 セルロース配合生麺の SEM写真

（左：圧延面右：縦断面）

細繊雉はデンプン粒の間に存在し（矢印）， グルテンと

絡み合っている構造が確認できた

また，生麺を SEM観察するために， 50℃で乾燥処理

を行ったが，セルロースを配合していない麺は，急激

な乾燥に伴う麺の縦割れ，短麺が発生したのに対して，

微小繊維状セルロースを添加した生麺は短麺を発生し

たものの，その発生頻度は無添加に比べて少なかった

これは微細な繊維状セルロースがグルテンと共にデン

プン粒を繋ぐ役割を果たし，麺の構造を強くしたもの

と考えられた．

3. 2 ゆで麺の物性測定結果

図4にゆで麺の破断強度測定結果の一例を示す．図

4中の星印は破断応力，破断歪みを，実線は噛み始め

の傾き（弾性率），破線は噛み切る直前の傾き（弾性率）

を示す．噛み切る直前の傾きが噛み始めの傾きに比べ

て大きくなるということは，麺の表面（外側）と麺の中

心の差が大きく，表面は柔らかく噛み応えがありコシ

が強いという意味と考えることができる．ここで噛み

始めの傾きは，セルロース配合の有無に拘わらず同一

水分に調製していることから，ほぼ同ーであるため，

噛み切る直前の傾きの強弱を腰の強弱として評価した
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図4 破断強度測定結果
（一：噛み始めの傾き，―：噛切る直前の傾き）

表1に破断強度特性値を示す．破断応力と破断歪み

は無添加区が有意に高い結果となった．また，噛み切

試験区

無添加

破断点

表 1 麺の破断強度解析結果

破断応力＊ 破断歪＊ 噛切直前傾き＊

[kPaJ [%] [kPaJ 

376土20 83. 1土0.4

100 

845士75

-t?Wース添加区 305士12 81. 1士0.6 533土36

*: p <O. 05 

る直前の傾きでも無添加区の方が有意に高い結果とな

り，コシが強いとの結果で，微小繊維状セルロース添

加の食感改良効果は認められなかった．

次にテクスチャー解析結果を表2に示す．かたさ応

力はセルロース添加区の方が高い結果となった．テク

試験区

表2 麺のテクスチャー解析結果

かたさ応力 凝集性＊ 付着性

[kPa] [一] [J/而］

無添加 63. 9士6.4 0.85土0.01 237士52

セ加ース添加区 73.0士5.3 0.80士0.02 280士123

*: p <O. 05 

スチャー解析では 50%圧縮率での値であり ，破断強度

解析の噛み切る直前の傾き結果で示したように， セル

ロース添加区ではコシを表現する急峻な破断特性を示

さないため，無添加区に比べて高い結果になったと考

えられた凝集性については，無添加区の方が有意に

高い結果となったこれは生麺の生地強度には繊維状

セルロース添加が効果を示したが，デンプンの糊化が

起こったゆで麺では粘り（弾力的な戻り）に効果を示

さないものと考えられた
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図5 麺の官能検査結果
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3. 3 ゆで麺の官能検査結果

図5にゆで麺の官能検査結果を示す．無添加のゆで

麺が評価が高く，滑らかさ，総合評価で有意に高い評

価となった．これは，破断強度解析結果でも示したと

おり，無添加区の方が噛み切る直前の傾きが有意に大

きいことが官能検査結果でも反映されたものと考えら

れた．

4 結言

微小繊維状セルロースの麺への添加は，本実験条件

範囲内では，生麺生地強度の増加に寄与したが，麺の

食感（滑らかさ，コシ）には改良効果が認められなかっ

た．

本研究は当センターの CNFの FS事業として実施し

たものである．
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